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樫市政へのご要望・ご意見はこちらへ
◎ご意見箱設置場所
　市役所ロビー、上の原・ひばりが丘・滝山の
各連絡所
◎エコーテレホン・エコーファクス
　緯４７２・１１３１
◎ホームページのご意見箱　
http://www.city.higashikurume.lg.jp/goiken/index.html

25.　2.　15

○東久留米市役所　緯４７０・７７７７（代）（受付は平日の午前８時半～午後５時）
　▽ごみ対策課　緯４７３・２１１７　（粗大ごみの申し込みは緯４７３・２１１８）
　▽健康課　保健サービス係緯４７７・００２２、　予防係緯４７７・００３０
　　　　　　特定健診係緯４７７・００１３
○わくわく健康プラザ（わくわく健康プラザ施設の貸し出し）緯４７７・１１１５
○中央図書館　緯４７５・４６４６（月曜・火曜日が午前１０時～午後６時。水曜・木曜日が午後８

時まで。土曜・日曜日、祝日が午後５時まで。休館日は金曜日、第３火曜日、年末年始）
○生涯学習センター　緯４７３・７８１１（午前９時～午後１０時。休館日は第４月曜日と年末年始）
○スポーツセンター　緯４７０・７９００（平日が午前９時～午後１１時。土曜・日

曜日、祝日が午前９時～午後９時半）
○市民プラザ　緯４７０・７８１３　▽西部　緯４７１・７２１０、南部　緯４５１・２０２１、
　東部　緯４７０・８０２０の各地域センター
　《関係機関の電話番号》
▼東久留米消防署　　　　緯４７１・０１１９　▼田無警察署　　　　緯４６７・０１１０
▼東京都水道局多摩お客さまセンター　緯０５７０・０９１・１０１／緯０４２・５４８・５１１０
▼シルバー人材センター　緯４７５・０７３８　▼社会福祉協議会　　緯４７１・０２９４
▼多摩六都科学館　　　　緯４６９・６１００　▼柳泉園組合　　　　緯４７０・１５５５
▼多摩小平保健所　　　　緯４５０・３１１１

燃 や せ な い ご み

　週１回、袋で収集します。
［月曜日］　学園町、ひばりが丘団地、
　中央町、南沢
［火曜日］　前沢、南町、滝山
［水曜日］　下里、柳窪、八幡町、弥生
［木曜日］　氷川台、本町、小山、幸町、
　野火止
［金曜日］　上の原、神宝町、金山町、
　大門町、東本町、新川町、浅間町

燃 や せ る ご み

　週２回、西部地区と東部地区に分け
て収集します。
［月曜日・木曜日］　本町二丁目、小山、
　幸町、前沢、南町、滝山、下里、柳窪、
　野火止、八幡町、弥生
［火曜日・金曜日］　上の原、神宝町、
　金山町、氷川台、大門町、東本町、
　新川町、浅間町、学園町、ひばりが丘
　団地、本町一・三・四丁目、中央町、
　南沢

　　紙　　　　　　類　　

　週１回、回収します。
［木曜日］　浅間町、学園町、ひばりが丘
　団地、南沢
［金曜日］　前沢、南町、滝山、下里二・
　三丁目、弥生
［水曜日］　上記以外の地域

資 源 ご み
　★容器包装プラスチック…週１回、
「燃やせないごみ」を出す日の前日、（学
園町、ひばりが丘団地、中央町、南沢は
金曜日）、地域ごとの指定日に回収
　★びん・缶・ペットボトル…週１回程度、
地域ごとの指定日に回収
　★古布…「燃やせるごみの日」に出し
てください（雨天の場合は次回に）

高齢者元気度アンケート結果説明
会、運動・口 腔 ・栄養教室申し込

くう

み会
　昨年６月にお送りした「高齢者元気
度アンケート」は、老化のサインをい
ち早く見つけ、対策に取り組むことを
目的に実施しました。
　このたび、元気
度アンケート結果
説明会を開催しま
す。説明会では、
アンケート結果の
見方や、市・地区
ごとの傾向の解説のほか、運動・口腔・
栄養教室の紹介を行い、体験もできま
す。なお、「介護予防に取り組みましょ
う」と判定された方は、５月以降に開
催する教室への申し込みができます。
ぜひご参加ください。
　a２月２７日（水）午前１０時～正午（９
時半から受け付け）b市民プラザホー
ルe６５歳以上の市民で元気度アンケー
トに回答した方f先着９０人h元気度ア
ンケート結果票、運動靴、飲み物、タオ
ル、筆記用具i運動できる服装でkl
２月１８日（月）～２０日（水）に電話で
担当地域の各地域包括支援センターへ
（各先着３０人）※担当地域は西部緯
４７２・０６６１が前沢四・五丁目、滝山、
野火止、八幡町、柳窪、弥生、下里。
中部緯４７０・８１８６が本町、幸町、中央
町、南沢、学園町、ひばりが丘団地、
南町、前沢一～三丁目。東部緯４７３・９９９６
が上の原、金山町、神宝町、氷川台、
大門町、東本町、新川町、浅間町。
お子さんの麻しん風しんの
予防接種はお済みですか
　麻しん風しんのまん延を予防するた
めに、１８年度から麻しん風しん混合ワ

【 主 な 問 い 合わせ先】（市外局番は042【 主 な 問 い 合 わ せ 先 】（市外局番は042））

クチンによる２回接種（１期は１歳児、
２期は年長児）に変わりました。また、
２０年４月１日からは、５年間の期限付
きで３期・４期に拡充されました。
　a接種期間は３月３１日（日）までe
３期＝中学１年生に相当する年齢（１１
年４月２日～１２年４月１日生まれの
方）▼４期＝高校３年生に相当する年
齢（６年４月２日～７年４月１日生ま
れの方）i近年、麻しん（はしか）の
流行がみられ、早期の免疫獲得が必要
です。対象となる方には個別に通知し
ていますので、未接種の方は早めに接
種することをお勧めしますl対象者で
通知の届かない方など、詳しくは健康
課予防係緯４７７・００３０
１歳６カ月児健康診査
　a２月２８日（木）午後０時半～１時半
受け付けbわくわく健康プラザe２３年
７月１７日～８月８日生まれの幼児k当
日直接会場へl健康課保健サービス係
緯４７７・００２２
３歳児健康診査
　a２月２１日（木）午後０時半～１時半
受け付けbわくわく健康プラザe２２年
１月１５日～２月５日生まれの幼児k当
日直接会場へl健康課保健サービス係
緯４７７・００２２
子ども相談
　a２月２０日（水）午前９時半～午後３
時bわくわく健康プラザcお子さんの
成長や発達、言葉、接し方、育児疲れ
などの相談を心理相談員がお受けしま
すe幼児とその保護者kl電話で健
康課保健サービス係緯４７７・００２２へ

食事相談・健康相談
　a２月２６日（火）午前９時半～１１時半
bわくわく健康プラザc血糖・コレス
テロール・中性脂肪・血圧・その他、
乳幼児～高齢者の食事や健康に関する
個別相談。体組成（体脂肪率や筋肉率
など）の測定kl電話で健康課保健サ
ービス係緯４７７・００２２へ
 

幼児には保護者の同伴をお願いします。
行事の詳細は各児童館へ問い合わせを。
 

　☆ぽかぽかタイム＝ae２月２０日
（水）午前１０時半からが０歳児、１１時

く ぬ ぎ（ ）前沢４－６－３
電話４７３・７３１５

からが１歳児cわらべ歌遊びd原悠子
氏
　☆囲碁の日＝a２０日（水）c囲碁に挑
戦してみようe小・中学生d囲碁連盟
　☆幼児のつどい＝a２１日（木）午前１０
時半～１１時半c劇遊び導入＆２月生ま
れの誕生会e幼児
　☆親子エアロビクス教室＝a２２日
（金）午前１０時１５分～１１時半e１歳６
カ月～２歳６カ月の幼児とその保護者
f１５組d岡田陽子氏k受け付け中
　☆ハッピータイム＝a３月１日（金）
午前１０時半からc親子ヨガe０歳児と
その保護者f１０組d中島真美氏k２月
１５日（金）午前９時半から受け付け
（電話可）

【表記の凡例】　a日時　b場所 　c内容　e対象・資格　f定員　d講師
　g費用　h持ち物　iご注意　jその他　k申し込み　l問い合わせ

市役所へのお問い合わせの際、電話番号の押し
間違いが多発しています。ご注意ください！

市役所の代表電話は緯４７０・７７７７です

人口と世帯＜平成２５年２月１日現在＞　人口１１５,８２５人（うち外国人１,５９８人）／前月比１５減
男５７,０２９人／前月比２４減　女５８,７９６人／前月比９増　世帯数５１,３５２／前月比８増

2
土金木水火月日

２２１

９９８７６５４３３

１１６６１５１４１３１２１１１１１１００

２２３３２２２１２０１９１８１１７７

２８２７２６２５２２４４

3
土金木水火月日

２２１

９９８７６５４３３

１１６６１５１４１３１２１１１１００

２２３３２２２１２２００１９１８１１７７

３３００２９２８２７２６２５２４２４　
３　３１１

　lごみ対策課緯４７３・２１１７（粗大ごみの申し込みは緯４７３・２１１８）
　※電話番号をお確かめの上、お掛け願います。

休日診療所（日曜日と祝日、午前９時～正午と午後１時～４時半）
【内科・小児科】※救急診療に限ります（薬の処方も最低限の日数となります）
　２月１７日＝石橋クリニック（東本町８－９、緯４７７・５５６６）
　２月２４日
　　＝わくわく健康プラザ内休日医科診療所（滝山４－３－１４、緯４７３・３６６３）
【歯科】
　２月１７日・２４日
　　＝わくわく健康プラザ内休日歯科診療所（滝山４－３－１４、緯４７４・５１５２）
夜間診療医療機関（診療科目・時間等については当日事前にご確認ください）
　２月１７日＝前田病院（中央町５－１３－３４、緯４７３・２１３３）
　２月２４日＝滝山病院（滝山４－１－１８、緯４７３・３３１１）
平日準夜間小児初期救急診療
　月曜・水曜・金曜日（午後７時半〜１０時２０分）
　　＝佐々総合病院（西東京市田無町４－２４－１５、緯４６１・１５３５）
　月曜〜金曜日（午後７時半〜１０時半）
　　＝多摩北部医療センター（東村山市青葉町１－７－１、緯０４２・３９６・３８１１）

休日・夜間診休日・夜間診療療 　必ず保険証をご持参ください。保険
証がないと自費料金になります。
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【表記の凡例】　 a日時　b場所 　c内容　e対象・資格　f定員　d講師　g費用　h持ち物　iご注意　jその他　k申し込み　l問い合わせ

25.　2.　15

 

　☆０ちゃんＴｉｍｅ＝a２月１８日
（月）午前１０時半〜１１時半c助産師に
よる育児相談と親子の触れ合い。テー
マは卒乳e乳児とその保護者
　☆折り紙教室＝a１９日（火）午後３
時〜４時半c季節の折り紙e幼児〜中
学生d大泉光子氏
　☆幼児のつどい＝a２１日（木）午前
１０時半〜１１時１５分c３月１４日（木）に
開催のお別れ会の練習e２歳児
　☆ひよこタイム＝ac２６日（火）午
前１１時〜１１時２０分が「手遊び」「絵本の
読み聞かせ」、１１時２０分〜正午が「ふれ
あいタイム」e０歳〜２歳児
 

　☆工作の日＝a２月１５日（金）が午
後２時から、１６日（土）が午後１時半
からc「こねて丸めて遊んじゃおう」。
特殊な粘土を使って工作しますe小・
中学生
　☆幼児のつどい＝a２１日（木）午前
１０時半〜１１時半cおひなさま作りe幼
児
　☆赤ちゃんとニコニコタイム＝a２２
日（金）午前１０時半〜１１時c絵本の読

滝　山 （ ）滝山４－１－１０
電話４７１・７２１４

（ ）中央町１－１０－１１
電話４７６・２１６１中　央

み聞かせとわらべ歌、子育ての情報交
換などe０歳児とその保護者
　☆おはなしの日＝a２７日（水）午前
１１時〜１１時半c手遊び、絵本の読み聞
かせe幼児
　☆将棋教室＝a２７日（水）午後３時
からe小・中学生d東久留米市将棋研
究会
 

　☆おはなしの日＝a２月１９日・２６日
のいずれも火曜日、午前１１時〜１１時２０
分c絵本の読み聞かせと手遊びe幼児
dみくりおはなしの会
　☆赤ちゃんひろば＝a２０日（水）午
前１０時半〜１１時半c親子のコミュニケ
ーションワークとティータイムd炭田
契恵子氏h飲み物
　☆幼児のつどい＝a２１日（木）午前
１０時半からc３月１４日（木）に開催の
幼児のつどい「お別れ会」の練習＆２
月・３月生まれの誕生会e３・４歳児
　☆子ども映画祭＝a２３日（土）午後
１時半からc「レミーのおいしいレス
トラン」の上映後、みんなでスープを
食べますe幼児（保護者同伴）〜中学・
高校生年代hスープカップ（おわん）、
スプーン、靴袋k参加券配布中（無料、
２００枚）
　☆将棋の日＝a２７日（水）午後３時

け や き（ ）大門町２－１０－５
電話４７４・６６５３

半からe小学生以上d五角探究会
 

　☆ぴよぴよママの会＝a２月２０日
（水）午前１０時〜１１時半c助産師によ
る体重測定、育児相
談などe０歳児とそ
の保護者j兄弟姉妹
の保育が必要な方は、
前日までに予約を
（先着３人）
　☆おはなしの日＝a２０日（水）午後
３時半〜４時e幼児〜小学校低学年d
水曜おはなし会k当日受け付け
　☆幼児のつどい＝a２１日（木）午前
１０時半〜１１時１５分c３月１４日（木）に
開催する「お別れ会」の練習eあひる
（２歳６カ月〜４歳児）
　☆工作の日＝a２３日（土）午前９時
からcひなまつり工作e小学生f先着
３０人k当日受け付け
　☆切り絵の日＝a２４日（日）午前９
時からcハサミで切り絵を作ろうe小
学生f先着３０人k当日受け付け
 

 

　☆手作り布おもちゃの会＝a２月１９
日（火）午前１０時〜正午c布でおもち
ゃを作りますe乳幼児とその保護者h
裁縫箱・はさみj保育なしk２月１８日
（月）までに同センターへ
　☆わくわく赤ちゃん広場「はいはい
会」＝a２月２７日（水）午前１０時〜１１
時半e６カ月〜１歳児とその保護者h
バスタオルj保育あり（先着３人、予
約制）k当日直接会場へ
 

　☆なかよし広場＝ab２月１９日（火）
が第一小学校、２６日（火）が第六小学
校で。いずれも午前１０時〜１１時半cお
子さんと遊びながら、気軽に育児の情
報交換をしたり、ボランティアと一緒
に遊びましょうe０歳〜５歳児とその
保護者hスリッパk当日直接会場へ、
徒歩か自転車で来場を
 

市民体力テスト
　健康づくりや体力づくりの目安に、
成人（２０歳〜６４歳）を対象とした「体
力テスト」を受けてみませんか。テス
トでは、体力年齢を測定します。運動
不足を実感したり、実年齢よりも体力
年齢が若かったりとさまざまです。
　a３月９日（土）午前１０時半開始
（受付時間は９時５０分〜１０時１０分）。な
お、受け付け終了後は参加できません
bスポーツセンターc種目は握力、上
体起こし、長座体前屈、反復横跳び、
立ち幅跳び、２０ｍシャトルランe市内

（ ）ひばりが丘団地８－１１
電話４６４・９３００ひ ば り

子ども家庭
支援センター（ ）わくわく健康プラザ２階

電話４７１・０９１０

センター上の原（ ）上の原１－２－４４
電話４２０・９０１１

在住・在学・在勤で、２０歳〜６４歳の運
動制限を受けていない方h室内運動靴、
タオルj運動のできる服装でk３月８
日（金）までに電話でスポーツセンタ
ー緯４７０・７９００へl同センター
ジュニアクライミング体験教室
〜市体育協会主催
　今年は東京国体が開催されます。ク
ライミング競技の会場は、東久留米市
スポーツセンターです。一度、体験し
てみませんか。
　a２月２３日（土）午後４時半〜６時
２０分bスポーツセンターe小・中学生
d市山岳連盟g無料k当日直接会場へ
l同協会事務局緯４７０・２７２２
クライミングウォール使用認定会
　認定会では、スポーツセンターのク
ライミングウォール個人開放時に使用
できる方を判定し、登録します。
　a３月１日（金）午後７時〜９時b
スポーツセンターe中学校卒業以上
で、リードクライミング（ビレーを含
む）を習得し、グレード５・１０前半程
度が完登できる方f１０人g３００円（施設
使用料相当分。当日集金します）j判
定員は市山岳連盟。用具を持っている
方は持参してくださいk２月１５日（金）
午前９時から、同センターで配布する
用紙で申し込みを（要認め印。未成年
者は保護者の同意が必要です）l市体
育協会緯４７０・２７２２
 

第182回市民プラザロビーコンサート
〜みしのたくかにと（とにかくたのし
み！）〜
　a２月２３日（土）午後２時〜３時b
市役所１階屋内ひろばc出演は山本 容 

よう

子（ヴァイオリン）、 一  宮 千恵子（電子
いち みや

オルガン）、日野 雅  司 （ギター）の各氏。
まさ し

主な曲目は「アランフェス」「枯葉」
「ロシアより愛をこめて」「ウエストサ
イドストーリーより『アメリカ』」ほか
g無料k当日直接会場へl市民プラザ
緯４７０・７８１３
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土金木水火月日
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▲日野雅司氏

詐欺の被害に気を付けて
Ｑ．最近の詐欺被害で多いのは何で
すか
Ａ．オレオレ詐欺や劇場型勧誘詐欺、
ワンクリック詐欺が多いです。
　オレオレ詐欺とは、息子や孫を名
乗り、「会社の小切手が入ったカバン
を電車の中に置き忘れた、今日中に
何とかしないと大変」「事故を起こし
て人にけがをさせてしまった」など
と言い、指定した銀行などの口座に
現金を振り込ま
せたり、代わり
に会社の人間が
取りに行くなど
の詐欺です。こ
のような電話が
かかってきたら、
まず冷静になり、事実を一つずつ確
認しましょう。予測しないことに巻
き込まれると誰でも冷静さを失うも
のです。万一現金を振り込んでしま
った場合は、警察と金融機関の両方
に連絡し、振込口座の凍結をしても
らいます。
　次に、劇場型勧誘詐欺ですが、複
数の業者が入れ替わり登場し、未公
開株や社債、投資商品などを買わせ

ようとするものです。複数の業者が
役回りを分担し、パンフレットを送
り付けます。その後、パンフレット
が届いた人だけに特典があるように
電話をして勧誘します。業者が裏で
つながっていると思われ、このよう
な儲け話で利益を得ることはありま
せん。被害者の多くは高齢者なので、
様子に変化はないか注意したいもの
です。
　最後に、ワンクリック詐欺ですが、
携帯電話やパソコンで出会い系サイ
トやアダルトサイトをクリックした
ところ、いきなり｢登録ありがとうご
ざいます｣などと表示され、料金を請
求されます。クリックした時点で自
動入会になり、「３日以内に１万
８,０００円振り込まないと延滞金がつ
く」などと書かれてあります。登録
するつもりがなかったのに、間違っ
てクリックしたために契約したこと
になった場合は、契約は無効と言え
ます。請求があっても料金を支払う
必要はありません。
　契約とは、双方の合意で成立しま
す。料金の請求があっても、無視し
て連絡しないようにしましょう。
《消費者相談》
●平日の午前１０時〜午後４時＝市消
費者センター（市役所２階生活文化
課内）緯４７３・４５０５
●平日および土曜・日曜日、祝日の
午前１０時〜午後４時＝消費者ホット
ライン緯０５７０・０６４３７０

　今年開催されるスポーツ祭東京２０１３山
岳競技会の競技施設設営のため、現在スポ
ーツセンター南西側駐車場を閉鎖していま
す。
　閉鎖期間は１２月末までを予定しています。
この期間中は駐車場の混雑が予想されます

ので、車での来館は極
力控えていただくよ
うお願いします。
　利用する皆様には
ご不便をお掛けしま
すが、ご理解とご協力
をお願いします。
　l生涯学習課スポ
ーツ振興係緯４７０・７７８４
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▲一宮千恵子氏

▼

山本容子氏
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生涯学習センター（まろにえホール）
みんなのクラシックコンサート
〜春風にのせて〜
　未来へ羽ばたく若き演奏家たちの演
奏と、長年シルビアクラシックコンサ
ートに出演し、地域の文化を担ってき
た東久留米市演奏家協会による演奏を、
春風に乗せてお届けします。市民有志
の会「まろにえコンサートクラブ」が、
企画・運営を手掛けたコンサートです。
　a３月２日（土）午後２時開演（１
時半開場）b生涯学習センターc出演
は東久留米市演奏家協会、新人演奏家
（公募）g無料（要整理券）k整理券
は同センター窓口、市民プラザ、各地
域センターで配布中l同センター緯
４７３・７８１１
食育講演会
「こどもの将来の夢を 叶 える食事〜

かな

食べ物から見た子どもの未来」
　夢を 叶 えるには毎日の勉強や練習だ

かな

けでなく、食事も重要な役割を担って
います。「頭が良くなる食べ物」や「ス
ポーツ選手になるために必要な食事」
など食事の重要性を、服部学園食品学
教授で、テレビやラジオでも活躍中の
鈴木 章生 氏が分かりやすく解説します。

あきら

　a２月２１日（木）午後２時からb市
民プラザホールg無料i会場が定員に
なり次第、締め切りますj先着１００人に
お土産ありk当日直接会場へl学務課
４７０・７７７９
くるめボランティア・
市民活動フェスタ　2013
「喜び・発見・大きな輪」
〜市社会福祉協議会ボランティアセン
ター、東久留米市共催
　ボランティアや市民活動の楽しさを
体験しながら実感できるイベントを実
施します。このまちの暮らしが楽しく
なる体験プログラムがいっぱいです。
気軽にご参加ください。
　a３月２日（土）午前１０時〜午後３
時b市民プラザ・市民ひろばc主な体
験プログラム＝車いす体験、習字、折
り紙、筆談ボード、ラジオ番組制作、
三味線、ピアノ、福引きなどk当日直
接会場へl同協議会ボランティアセン
ター緯４７５・０７３９または市生活文化課
緯４７０・７７３８
多摩六都科学館
３月３日（日）は
「圏域市民感謝デー」（入館無料）
　多摩六都科学館では、３月３日（日）
を「圏域市民感謝デー」として、東久
留米市、小平市、東村山市、清瀬市、
西東京市に在住・在勤・在学の方の入
館料（展示室券）が無料になります。
　館内では工作や実験に参加できる
「ラボまつり」を、４つの新しいコー
ナーで開催します。世界一のプラネタ
リウムも一緒にお楽しみください。
　a３月３日（日）i入館時に住所ま

たは勤務地、学校を証明できるものを
提示してください。なお、プラネタリ
ウムは別料金となりますl多摩六都科
学館緯４６９・６１００
 

子どもの安全を地域で守ろう
かけこみハウスにご協力ください
　市では、各中学校地区かけこみハウ
ス実施委員会（構成員はＰＴＡ、学校、
自治会、商店会、地区青少年健全育成
協議会など）と協力して、子どもが身
の危険を感じたときに一時的に避難で
きる協力家庭などを、「かけこみハウ
ス」として登録しています。
　現在、市内全域に約２,２００件の登録が
あり、目印として「かけこみハウス」
のステッカーや標識を表示しています。
協力家庭の募集は随時行っています。
ご協力いただける方はご連絡ください。
　l子育て支援課子育て支援係緯４７０・
７７３５
映画上映と講演「メディア・リテ
ラシー：当事者の声を聴くという
こと」
〜男女平等推進センター主催
　さまざまな情報を主体的に収集、取
捨選択し、適切に発信することができ
るよう、メディア・リテラシーの力を
高めることは、男女共同参画を推進す
る上でも重要な課題の一つです。ドキ
ュメンタリー映画「Ｌｉｆｅｒｓライ
ファーズ　終身刑を超えて」上映後、
「犯罪と暴力」がマス・メディアによ
ってどう描かれているのか、当事者の
声を聴くことから見えてくる現実とは。
また、女性が主体的に情報発信、表現
する意味について、監督からお話を伺
います。
　a３月１６日（土）午後１時半〜４時
半b東部地域センター講習室c上映作
品はアメリカのライファーズ（終身受
刑者や無期刑受刑者）の更生プログラ
ムと社会復帰をテーマとするドキュメ
ンタリー（２００４年、９１分）。監督・講師
はドキュメンタリー映像作家でＮＰＯ
法人out　of　frame代表の坂上 香 氏f

かおり

先着５０人g無料j２歳〜未就学児の保
育あり（定員５人）。２月２０日（水）〜
３月６日（水）に要申し込みk２月２０
日（水）〜３月１３日（水）に電話（４７２・
００６１）または直接、男女平等推進セン
ター（火曜日休館）ヘl同センター
さいわい福祉センター
「さをり織り講座」
　２５年度「さをり織り講座」の参加者
を募集します。
　a４月から１年間、毎月第２・第４
土曜日の午前１０時〜正午e市内在住で
知的障害および身体障害をお持ちの１５
歳以上の方f若干名g材料費（実費）

kl３月１日（金）から電話で同セン
ター緯４７７・２７１１（午前９時〜午後５時）
へ
東久留米のふれあい情報サイト
「くるくる」
○新サイトへ移転します
〜東久留米のふれあい情報サイト「くる
くる」が「くるくるチャンネル」に〜
　今年４月に、東久留米のふれあい情
報サイト「くるくる」は「くるくるチ
ャンネル」に生まれ変わります。同チ
ャンネルでは、市内で活動する団体・
サークルの基本情報・イベント情報・
活動紹介など従来の情報に加え、新た
に「くるくる写真館」・「くるくる便利
帳」・「ひがしくるめ名産・観光ＢＯＸ」
などの情報も登場します。
　「くるくるチャンネル」オープンの詳
細は、現「くるくる」サイトで随時お
知らせする予定です。どうぞ、お楽し
みに。東久留米のふれあい情報サイト
「くるくる」（http://kuru2.genki365.
net/）l市コミュニティサイト運営委
員会事務局緯４３９・６０３３または生活文
化課緯４７０・７７３８
○運営委員を募集します
　東久留米のふれあい情報サイト「く
るくる」を運営している東久留米市コ
ミュニティサイト運営委員会では、２５
年度から「くるくる」を運営する運営
委員を募集します。
　c任期は４月から２年間▼活動内容
はサイトの管理運営およびサイトが企
画する事業などの企画立案実施など▼
年間６回程度、運営委員会への出席▼
日々の連絡事項など▼サイトが実施す
る事業の実施▼各種イベントへの参加
の立案、実施などe市内在住・在勤で、
電子メールにて連絡が取れる１８歳以上
の方f８人以内k３月８日（金）までに、
「情報サイトに求めるもの」について
６００字〜８００字でまとめ、住所・氏名・
年齢・連絡先を記入の上、電子メール
で東久留米市コミュニティサイト運営
委員会事務局（kuru2@bz03.plala.or.
jp）あてに送信してください。なお、
電子メールの件名には「コミュニティ
サイト運営委員の募集」と明記してく
ださい。応募受け付け後、受け付け完
了のメールを発信します。詳細は東久
留米のふれあい情報サイト「くるくる」
（http://kuru2.genki365.net/）をご参
照くださいl生活文化課市民協働係緯
４７０・７７３８
公益社団法人　東久留米市シルバー
人材センター会員募集
〜あなたの知識・技能・経験を 活 かし

い

ませんか〜
　「就職は望まないが、何らかの収入を
得たい」「地域に貢献したい」という健
康で意欲のある方は、入会説明会にご
来場ください。
　a２月２０日（水）午後１時半から２
時間程度（毎月開催しています）bシ
ルバー人材センター２階会議室（下里
４－１－４４）e市内在住の原則６０歳以
上で同センターの趣旨に賛同頂ける方
h年度会費１,２００円、顔写真（４cm×３
cm）１枚、筆記用具、郵便貯金通帳、
認め印、本人確認書類l同センター緯
４７５・０７３８
 

東京の森づくりを応援！
森づくり支援倶楽部会員を募集
　都では、多摩のスギ林を伐採し、花
粉の少ない品種などに植え替える森づ

ガ イ ド

くりを進めています。この森づくりを
支援する森づくり支援倶楽部では、気
軽に入会できる「サポート会員」、より
森づくりに協力したい＆多摩の森林に
興味のある方として「正会員」「賛助法
人会員」の３種類の会員を募集してい
ます。
　特典は会報
誌・多摩観光施
設割引券・多摩
産の木工品・森
づくりイベント
の参加がありま
す。会費は、森
づくりのＰＲ活
動や花粉の少ないスギの苗木代などに
活用されます。
　g①サポート会員＝入会金１,０００円
（年会費および再入会は無料）②正会
員＝年会費３,０００円（ご家族６人まで登
録できます）③賛助法人会員＝年会費
５万円（②③は、いずれも入会金無料、
有効期限は翌年３月末）l公益財団法
人東京都農林水産振興財団緯０４２８・２０・
８１５３または同財団ホームページ（http:
//www.tokyo-aff.or.jp）をご参照くだ
さい
公開講座受講生（電話相談員ボラ
ンティア）を募集します
〜ＮＰＯ法人東京多摩いのちの電話主催
　a前期研修日程は全１０回。４月１３日
（土）〜６月２９日（土）の午後２時〜
４時b亜細亜大学（ＪＲ中央線武蔵境
駅北口から徒歩１２分）e前期研修はど
なたでも受講できます。なお、電話相
談員を志す方は、２５年４月１日現在２３
歳以上６３歳以下で、前期研修終了後、
さらに中期・後期の研修を経て認定を
受けることが必要ですg２万円k募集
要項のお求めは、９０円切手を貼り、住
所・氏名を明記した返信用封筒を、〒
１８５－８６９１、国分寺郵便局私書箱４６号、
「ＮＰＯ法人東京多摩いのちの電話」
事務局募集要項係宛てに郵送してくだ
さいl同電話事務局緯０４２・３２８・４４４１

市のガイドブック「「「「「「「「「「「「「「「「「暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮暮ららららららららららららららららししししししししししししししししのののののののののののののののの便便便便便便便便便便便便便便便便利利利利利利利利利利利利利利利利帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳暮らしの便利帳」」」」」」」」」」」」」」」」」 に
広広広広広広広広広広広広広広広広広告告告告告告告告告告告告告告告告告を掲載しませんか
　市では、官民協働事業として株式
会社サイネックスと協定を結び、市
のガイドブック「東久留米市暮らし
の便利帳」を今年６月に発行し、市
内全世帯に無料配布を行う予定です。
　現在、市内で事業を営む皆さんに
対して、便利帳に掲載する広告を広
く募集しています。広告掲載を希望
する方は、直接株式会社サイネック

スに問い合わせてください。
　※広告料の先払い要求は絶対にあ
りません。詐欺行為にご注意くださ
い。
　詳しくは、広告についてが株式会
社サイネックス西東京支店緯０４２・
５４８・１５５６、発行についてが市企画
調整課秘書広報担当緯４７０・７７０８へ。


